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3102511月14日 小雨 良 （27東京5）第3日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．6
1：36．6

不良
不良

45 プリンシアコメータ 牝2黒鹿54 内田 博幸芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム B472＋ 41：39．2 16．7�

813 ジュンザワールド 牡2鹿 55 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 512－ 21：39．3� 1．3�
711 シゲルクロダイ 牡2鹿 55 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 494－ 21：40．04 6．4�
814 キングズミッション 牡2栗 55 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 460± 01：40．42� 13．6�
33 ピクニックガーデン 牝2鹿 54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 492＋ 41：41．14 18．8�
11 コイセヨダンシ 牡2黒鹿55 田中 勝春丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462＋ 21：41．2� 129．5�
57 エヴァンジェリン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 464＋ 61：41．3� 81．5	
46 マイネルアクティヴ 牡2鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 日高 大江牧場 440－ 4 〃 クビ 106．3�
22 マイネルシュロス 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 日高 細川牧場 456－ 21：41．4クビ 173．9�
69 シエロアスール 牝2青鹿54 江田 照男日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 466＋ 61：42．67 261．2�
58 ベルウッドサコン 牡2黒鹿55 柴山 雄一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 448± 01：43．02� 8．7�
34 ダンデライオンマル 牡2鹿 55

53 △義 英真田頭 勇貴氏 谷原 義明 新冠 浜口牧場 454－ 21：43．21� 187．3�
610 ブラッキングウェイ 牡2黒鹿55 武士沢友治平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 水丸牧場 458＋ 61：43．41� 169．1�
712 ホ ム ラ 牡2栗 55 T．ベリー 森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 猿橋 義昭 B508－101：44．35 61．4�

（豪）

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，633，900円 複勝： 67，396，800円 枠連： 10，705，000円
馬連： 39，558，800円 馬単： 26，391，700円 ワイド： 22，439，600円
3連複： 58，433，000円 3連単： 93，596，200円 計： 336，155，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 180円 � 100円 � 110円 枠 連（4－8） 960円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 350円 �� 670円 �� 140円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 176339 的中 � 8430（5番人気）
複勝票数 計 673968 的中 � 16349（4番人気）� 550051（1番人気）� 43139（2番人気）
枠連票数 計 107050 的中 （4－8） 8604（4番人気）
馬連票数 計 395588 的中 �� 31920（4番人気）
馬単票数 計 263917 的中 �� 6504（9番人気）
ワイド票数 計 224396 的中 �� 13707（4番人気）�� 6365（10番人気）�� 56204（1番人気）
3連複票数 計 584330 的中 ��� 52152（3番人気）
3連単票数 計 935962 的中 ��� 7165（29番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．8―12．4―13．2―12．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．8―48．2―1：01．4―1：14．3―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．8
3 ・（8，10）13，14，5（6，11）7（1，12）3－（2，9）－4 4 ・（8，10）（13，5）14（6，11）7，12（1，3）（2，9）4

勝馬の
紹 介

プリンシアコメータ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2015．10．25 東京7着

2013．3．7生 牝2黒鹿 母 ベルモントフェリス 母母 マ チ ス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホムラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月14日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3102611月14日 小雨 良 （27東京5）第3日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

11 ラブリーアモン 牝2青 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 468＋ 21：35．3 11．3�
711 ウ ム ブ ル フ 牡2青鹿55 R．ムーア �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋161：35．51� 1．4�
（英）

45 ピュアブリリアン 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 434± 01：36．35 4．1�

34 カキツバタチグサ 牡2鹿 55 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 506＋ 6 〃 クビ 8．5�
58 コスモベガス 牡2鹿 55 三浦 皇成岡田 繁幸氏 上原 博之 平取 高橋 啓 478＋ 41：36．62 101．7	
46 トウケイダンディ 牡2栗 55 T．ベリー 木村 信彦氏 清水 久詞 日高 道見牧場 494± 01：36．7� 23．0


（豪）

57 ジャマイカムーン 牡2鹿 55
52 ▲木幡 初也 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 414＋ 41：36．91� 268．0�

814 ハコダテキミコ 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人大友 靖岐氏 相沢 郁 新冠 オリエント牧場 438± 0 〃 ハナ 73．2�

712 マイネルゴール 牡2鹿 55 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 440＋ 21：37．22 47．2�

69 サクラブチャン 牝2黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 414± 01：37．3� 215．7�

813 ウィップアロング 牡2青鹿55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 454－ 61：37．72� 200．3�
610 チ ョ ン マ ゲ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 440－ 41：37．91� 93．0�
33 イーサンスプリント 牝2鹿 54 柴田 善臣国本 勇氏 石栗 龍彦 新ひだか 飛野牧場 464－ 61：38．64 413．8�
22 サンメサベルデ 牡2鹿 55

53 △義 英真加藤 信之氏 竹内 正洋 日高 有限会社
ケイズ 488＋ 41：38．81� 402．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，983，700円 複勝： 67，830，500円 枠連： 10，622，000円
馬連： 42，487，000円 馬単： 28，524，400円 ワイド： 20，860，600円
3連複： 50，712，800円 3連単： 92，962，800円 計： 335，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 140円 � 100円 � 100円 枠 連（1－7） 730円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 130円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 219837 的中 � 15438（4番人気）
複勝票数 計 678305 的中 � 26192（3番人気）� 522642（1番人気）� 63990（2番人気）
枠連票数 計 106220 的中 （1－7） 11142（3番人気）
馬連票数 計 424870 的中 �� 46660（3番人気）
馬単票数 計 285244 的中 �� 8362（9番人気）
ワイド票数 計 208606 的中 �� 17331（2番人気）�� 15875（4番人気）�� 57028（1番人気）
3連複票数 計 507128 的中 ��� 79478（1番人気）
3連単票数 計 929628 的中 ��� 11074（18番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．0―12．1―12．4―11．7―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．4―48．5―1：00．9―1：12．6―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．4
3 4，10，6（1，11，13）（7，8）14，9，12，5，3，2 4 ・（4，6，10）11（1，13）（7，8）14（9，12）5－3－2

勝馬の
紹 介

ラブリーアモン �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 メジロライアン デビュー 2015．8．1 新潟10着

2013．3．20生 牝2青 母 ミ ス ア モ ン 母母 ク リ ア モ ン 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 ピュアブリリアン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※サクラブチャン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 東京競馬 第３日



3102711月14日 小雨 良 （27東京5）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

44 ダイワドレッサー 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 41：51．8 8．4�
22 フロンテアクイーン 牝2鹿 54 蛯名 正義長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 454＋ 81：51．9� 13．7�
69 フェイズベロシティ 牝2栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448± 01：52．32� 1．7�
710 レ デ ィ バ ゴ 牝2鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 武市 康男 浦河 村下 清志 432＋ 61：52．51 11．1�
68 ジェネスローズ 牝2黒鹿54 T．ベリー 山口 真吾氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 416－ 21：52．6� 82．4�

（豪）

11 ホウオウマリリン 牝2栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 410＋ 6 〃 クビ 5．4�
45 ラ チ ェ ッ ト 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也 	荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 81：52．81 60．4

812 ファータグリーン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 422＋ 61：53．01� 7．9�
57 ヤマノスプリンター 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎澤村 敏雄氏 伊藤 伸一 新冠 パカパカ
ファーム 456± 0 〃 クビ 158．5�

56 ストーリーライター 牝2鹿 54 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 430－ 6 〃 アタマ 161．5
33 ヴァイオリニスト 牝2栗 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 伊達 高橋農場 450± 0 〃 クビ 103．5�
813 ウインミモザ 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 448＋ 41：53．21� 61．7�
711 シャリオドール 牝2栗 54 内田 博幸 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 446± 01：53．73 57．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，719，100円 複勝： 50，309，700円 枠連： 11，952，300円
馬連： 52，340，600円 馬単： 34，386，100円 ワイド： 27，416，100円
3連複： 65，809，200円 3連単： 107，089，600円 計： 376，022，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 250円 � 110円 枠 連（2－4） 4，140円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 380円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 24，480円

票 数

単勝票数 計 267191 的中 � 25265（4番人気）
複勝票数 計 503097 的中 � 27073（5番人気）� 26210（6番人気）� 275966（1番人気）
枠連票数 計 119523 的中 （2－4） 2234（13番人気）
馬連票数 計 523406 的中 �� 10600（13番人気）
馬単票数 計 343861 的中 �� 3313（25番人気）
ワイド票数 計 274161 的中 �� 5425（14番人気）�� 19407（4番人気）�� 16635（5番人気）
3連複票数 計 658092 的中 ��� 21810（9番人気）
3連単票数 計1070896 的中 ��� 3171（70番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．6―13．5―13．3―13．4―12．0―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．2―50．7―1：04．0―1：17．4―1：29．4―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F34．4

3 7（3，13）10，4（1，6，11）2（9，12）（5，8）
2
4
7（3，13）（4，10）（1，2，6）（5，11）（9，12）－8
7，13（3，10）4（1，6，11）2（5，8，9，12）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワドレッサー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2015．8．2 新潟6着

2013．4．14生 牝2鹿 母 リバティープリント 母母 エアリバティー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ラチェット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3102811月14日 小雨 良 （27東京5）第3日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

35 ダイワダッチェス 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464－ 21：21．9 2．2�
48 ストライクショット 牝2鹿 54 C．ルメール�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－ 41：22．11� 2．5�
715 エクラミレネール 牝2芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：22．73� 8．4�
23 ショウナンアンセム 牡2芦 55 大野 拓弥�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 460－ 21：22．8� 85．3�
59 ラ ブ タ ー ボ 牝2鹿 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 414± 01：23．01� 42．9	
612 アクティベート 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 448－ 61：23．21� 23．7

818 シ ョ コ ラ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 444－ 61：23．3クビ 131．1�
24 シングンガガ 牝2黒鹿54 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 452－ 4 〃 アタマ 29．9�
12 ライムチャン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 470＋ 21：23．4� 49．2
11 ショウザイシンホー 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 492－ 41：23．5� 9．2�
611 セイユウスプリング 牝2芦 54 三浦 皇成松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 446－ 21：23．71� 178．9�
714 リアルスキャット 牡2鹿 55 木幡 初広村上 稔氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 436＋ 4 〃 クビ 300．4�
510 オレンジガール 牝2鹿 54 柴田 善臣樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 41：24．55 325．7�
47 ク ロ コ 牝2青 54 武士沢友治臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 竹島 幸治 460＋ 41：24．71� 157．5�
817 マイネルドラグーン 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 イワミ牧場 458－ 2 〃 ハナ 72．9�
713 デルマサダヤッコ 牝2栗 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432± 01：25．44 50．1�
816 ヒロイックサーガ �2黒鹿55 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム 482＋121：25．5クビ 214．9�
36 トゥルーセオリー 牝2黒鹿54 的場 勇人岡田 牧雄氏 清水 英克 むかわ 上水牧場 436± 01：26．45 498．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，976，800円 複勝： 47，497，200円 枠連： 15，462，400円
馬連： 60，387，000円 馬単： 33，994，800円 ワイド： 31，014，800円
3連複： 75，183，800円 3連単： 111，457，100円 計： 402，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（3－4） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 260円 �� 380円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 279768 的中 � 97908（1番人気）
複勝票数 計 474972 的中 � 228719（1番人気）� 81598（2番人気）� 45043（3番人気）
枠連票数 計 154624 的中 （3－4） 40514（1番人気）
馬連票数 計 603870 的中 �� 150865（1番人気）
馬単票数 計 339948 的中 �� 43372（1番人気）
ワイド票数 計 310148 的中 �� 58061（1番人気）�� 27791（2番人気）�� 17610（4番人気）
3連複票数 計 751838 的中 ��� 70605（2番人気）
3連単票数 計1114571 的中 ��� 34727（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．2―12．3―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．8―47．1―58．5―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 8，1（4，15）（3，5，10，16）12（2，11，17）9，18，7，6－（14，13） 4 8，1，4（3，5，15）（2，11，10，12，16）（9，17）18（14，7）6－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワダッチェス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．6 東京2着

2013．4．29生 牝2鹿 母 ファルネーゼ 母母 ユーキャンドゥイット 5戦1勝 賞金 13，800，000円
〔発走状況〕 リアルスキャット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥルーセオリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月14日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サクラブチャン号・ジェイラー号・シャンボール号



3102911月14日 雨 稍重 （27東京5）第3日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．1

重
重

24 � ストロボフラッシュ 牝2芦 54 C．ルメール 吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &
Felicia Branham 476 ―1：26．0 6．3�

59 � ヨ ン カ ー 牡2芦 55 R．ムーア 吉田 和美氏 和田正一郎 米
Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

530 ―1：26．42� 6．0�
（英）

35 ヤマイチジャスティ 牝2鹿 54 内田 博幸坂本 肇氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 482 ―1：27．25 10．8�
（ミュゼジャスティ）

713� アメリカントップ 牡2鹿 55 川田 将雅吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-
stown Stud 526 ―1：27．52 2．6�

23 アサクササンダー 牡2栗 55 横山 典弘田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494 ―1：28．45 8．7�
612 ゴセイバイシキモク 牡2芦 55

52 ▲木幡 初也内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 474 ―1：28．93 225．4�
816� レザニティエ 牝2鹿 54 柴山 雄一吉田 和子氏 矢作 芳人 米 Padua Sta-

bles, LLC 468 ― 〃 ハナ 23．5	
510 マ カ エ ラ 牡2青鹿 55

52 ▲野中悠太郎 
グランデオーナーズ 根本 康広 浦河 グランデファーム 476 ―1：29．32� 263．1�
47 ハイデンガールズ 牝2栗 54 蛯名 正義 
友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 456 ― 〃 アタマ 8．2�
815 アイティターボ 牡2鹿 55

53 △義 英真一ノ瀬 恭氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 482 ―1：29．51� 97．4
12 ラインスラッガー 牡2鹿 55 的場 勇人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 476 ―1：29．6クビ 28．7�
11 ブレネンデリーベ 牝2栗 54 北村 宏司吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 492 ―1：30．02� 25．6�
611 ラブオールミー 牝2鹿 54 田中 勝春栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 430 ―1：30．1� 112．5�
36 カズノヴィグラス 牡2青鹿55 松岡 正海鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 大道牧場 474 ― 〃 クビ 55．8�
714 ジュンイワカ 牡2栗 55 武士沢友治河合 純二氏 田中 剛 新ひだか 前田 宗将 480 ―1：31．9大差 86．8�
48 ヤマニンサリュエ 牝2黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 416 ―1：32．0� 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，588，600円 複勝： 30，449，100円 枠連： 15，598，600円
馬連： 49，038，300円 馬単： 26，302，200円 ワイド： 24，948，600円
3連複： 57，602，400円 3連単： 73，590，700円 計： 301，118，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 180円 � 340円 枠 連（2－5） 1，280円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，310円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 34，200円

票 数

単勝票数 計 235886 的中 � 29741（3番人気）
複勝票数 計 304491 的中 � 32903（4番人気）� 50018（2番人気）� 20487（6番人気）
枠連票数 計 155986 的中 （2－5） 9414（5番人気）
馬連票数 計 490383 的中 �� 20348（7番人気）
馬単票数 計 263022 的中 �� 4420（13番人気）
ワイド票数 計 249486 的中 �� 10029（5番人気）�� 4784（16番人気）�� 4987（15番人気）
3連複票数 計 576024 的中 ��� 6422（25番人気）
3連単票数 計 735907 的中 ��� 1560（104番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．3―13．0―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―47．0―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．0
3 7，9（4，13）－（2，14）－（8，11）－12－10，3，16（1，15）－（6，5） 4 7（9，13）4－2，14－11，8－12－3，10－1，16－5（6，15）

勝馬の
紹 介

�ストロボフラッシュ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Cozzene 初出走

2013．2．17生 牝2芦 母 Sheraton Park 母母 Queen’s Park 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ジュンイワカ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。

アイティターボ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ジュンイワカ号・アイティターボ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ヴァロンダンス号・エルフリーデ号・キョウエイスコール号・ヌーヴォモンド号・ノボドラゴ号・

フレッシュギャル号・ボーナスチャンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103011月14日 雨 稍重 （27東京5）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時45分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

67 ハ ー ト レ ー 牡2鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484 ―2：04．5 1．5�
（英）

78 オーダードリブン 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454 ―2：04．71� 4．3�
33 ウエヲムイテアルコ 牡2青 55 戸崎 圭太千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 462 ―2：05．33� 5．3�
44 ショウナンラピュタ 牡2芦 55 北村 宏司�湘南 大竹 正博 浦河 大北牧場 452 ―2：05．4	 39．2�
55 フレンドリーノヴァ 牡2青鹿55 柴田 善臣増山 武志氏 大和田 成 様似 猿倉牧場 530 ― 〃 ハナ 68．6�
11 ロイヤルジレンマ 牡2鹿 55 横山 典弘吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 486 ―2：05．5クビ 15．0	
22 マイネルカラット 牡2鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 佐竹 学 532 ―2：06．77 25．9�
811 カルマフォース 牝2鹿 54 蛯名 正義花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 478 ―2：07．44 123．6�
66 マコトグラディウス 牡2黒鹿55 大野 拓弥
ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 480 ―2：07．5	 47．8
79 マジェスティガール 牝2鹿 54 内田 博幸�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 506 ―2：07．82 38．8�
810 ブラックスパーク 牡2青鹿55 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 448 ―2：09．18 230．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，277，000円 複勝： 80，495，200円 枠連： 11，571，700円
馬連： 48，535，300円 馬単： 36，275，300円 ワイド： 24，055，400円
3連複： 57，365，200円 3連単： 125，465，800円 計： 413，040，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 110円 � 130円 枠 連（6－7） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 140円 �� 170円 �� 250円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計 292770 的中 � 146764（1番人気）
複勝票数 計 804952 的中 � 636731（1番人気）� 55335（2番人気）� 37787（3番人気）
枠連票数 計 115717 的中 （6－7） 40001（1番人気）
馬連票数 計 485353 的中 �� 145600（1番人気）
馬単票数 計 362753 的中 �� 76339（1番人気）
ワイド票数 計 240554 的中 �� 52277（1番人気）�� 35357（2番人気）�� 19187（3番人気）
3連複票数 計 573652 的中 ��� 122303（1番人気）
3連単票数 計1254658 的中 ��� 97600（1番人気）

ハロンタイム 13．3―12．6―12．5―13．2―13．2―12．8―12．6―11．8―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．9―38．4―51．6―1：04．8―1：17．6―1：30．2―1：42．0―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．3

3 5（9，10）3（4，6，11）2（7，1，8）
2
4
5－3，9（2，4，10）（7，6，11）（1，8）・（5，9）（3，10）4（2，7，6，11）（1，8）

勝馬の
紹 介

ハ ー ト レ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Congrats 初出走

2013．4．11生 牡2鹿 母 ウィキッドリーパーフェクト 母母 Wickedly Wise 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3103111月14日 曇 稍重 （27東京5）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

611 シンボリハミルトン 牡4芦 57 横山 典弘シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 524± 01：38．2 1．9�
714 ワイルドダラー 牡4青鹿57 内田 博幸 Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 B504－ 21：38．3� 15．5�
47 コピーライター �5鹿 57 T．ベリー グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B504－ 41：38．4� 37．5�

（豪）

36 	 ハナズウェポン 牡4栗 57
54 ▲野中悠太郎M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B478＋ 41：38．61� 42．5�

23 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿 57
55 △石川裕紀人�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B454± 01：38．81
 13．0�

48 ケイリンボス 牡4栗 57 戸崎 圭太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 506－ 81：38．9� 11．9	
11 	 クリノエビスジン 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 490＋141：39．0� 63．9

24 クワッドアクセル 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 456＋ 41：39．1クビ 32．2�
510 テ イ ア 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 2 〃 ハナ 306．5
713 オニノシタブル 牡4栗 57 武士沢友治青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B476＋ 4 〃 クビ 6．4�
12 ポ ン ト ス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B462＋ 61：39．3� 204．7�
612 ラインフェルス 牡3栗 56 北村 宏司村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478＋ 8 〃 ハナ 4．4�
59 ビレッジトプテム 牡3栗 56 柴山 雄一村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 494－ 41：39．51 242．5�
35 	 クリノツネチャン 牝4栗 55

53 △義 英真栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 460＋ 61：39．6� 246．6�
816	 リストワール 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 4 〃 ハナ 108．9�
815	 エムオーマジック 牡3青鹿56 木幡 初広大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 482＋ 41：41．19 290．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，920，200円 複勝： 43，583，500円 枠連： 18，992，100円
馬連： 63，746，500円 馬単： 36，226，800円 ワイド： 32，946，500円
3連複： 78，637，900円 3連単： 123，429，900円 計： 428，483，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 280円 � 480円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，310円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 36，250円

票 数

単勝票数 計 309202 的中 � 128650（1番人気）
複勝票数 計 435835 的中 � 193770（1番人気）� 26452（5番人気）� 13180（7番人気）
枠連票数 計 189921 的中 （6－7） 46652（1番人気）
馬連票数 計 637465 的中 �� 41203（5番人気）
馬単票数 計 362268 的中 �� 15349（7番人気）
ワイド票数 計 329465 的中 �� 14431（6番人気）�� 6395（15番人気）�� 1914（35番人気）
3連複票数 計 786379 的中 ��� 4954（36番人気）
3連単票数 計1234299 的中 ��� 2468（105番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．3―12．7―12．9―12．6―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．5―48．2―1：01．1―1：13．7―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．1
3 5，15（7，16）（3，9）（2，6，12）（1，8）14（4，13）（10，11） 4 5（7，15，16）（3，6，9）2（1，12）8（4，14，11）13，10

勝馬の
紹 介

シンボリハミルトン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．2．24 東京3着

2011．2．9生 牡4芦 母 スイートマンボ 母母 Kenbu 14戦3勝 賞金 35，712，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103211月14日 雨 稍重 （27東京5）第3日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

510 ディアデルレイ 牡4栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：00．8 4．0�
611 ロッカフラベイビー 牝3黒鹿53 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 440－ 42：00．9� 8．3�
12 サウンドメモリー 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 484＋ 4 〃 クビ 7．2�
713 ナスノセイカン 牡3鹿 55 R．ムーア �須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 462＋ 22：01．11 6．1�
（英）

816 メローハーモニー 牝3鹿 53
51 △石川裕紀人青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 20．9


23 サーストンコラルド 牡4鹿 57 C．ルメール 齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 472＋102：01．31 4．0�
47 プラトンイミシャン 牡3鹿 55 田辺 裕信池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 472± 02：01．4� 17．5�
612 フレンチヴォーグ 牝3鹿 53 柴田 善臣志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 424－ 22：01．5クビ 59．2
818 アイノカケハシ 牝3鹿 53 大野 拓弥國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 422－ 22：01．6� 34．4�
35 シンボリネルソン 牡4黒鹿 57

55 △義 英真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432＋ 6 〃 クビ 202．3�
11 ノーヒッター 牡5黒鹿57 T．ベリー 島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 472＋ 42：01．7� 90．7�

（豪）

59 コルヌコピア 牝3黒鹿53 北村 宏司池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 442－ 22：01．8� 100．2�
48 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 466－ 42：01．9クビ 138．0�
715 トーカティヴ 牡3青鹿55 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 82：02．0� 38．8�
36 ソムニアシチー 牝5鹿 55 田中 勝春 	友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 462－ 22：02．31� 54．8�
714 ハートフルデイズ 牝4栗 55 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476＋ 62：02．4� 12．2�
817 マイネルポルトゥス 牡3鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 482－ 42：02．61� 40．0�
24 ミュゼミランダ 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 千歳 社台ファーム 432－ 82：05．0大差 265．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，362，900円 複勝： 50，624，100円 枠連： 24，002，400円
馬連： 88，301，800円 馬単： 36，807，500円 ワイド： 45，029，900円
3連複： 113，333，200円 3連単： 129，833，100円 計： 519，294，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 210円 � 190円 枠 連（5－6） 1，530円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 640円 �� 560円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 18，160円

票 数

単勝票数 計 313629 的中 � 62011（1番人気）
複勝票数 計 506241 的中 � 95416（1番人気）� 56711（4番人気）� 67995（3番人気）
枠連票数 計 240024 的中 （5－6） 12144（9番人気）
馬連票数 計 883018 的中 �� 39070（6番人気）
馬単票数 計 368075 的中 �� 9503（5番人気）
ワイド票数 計 450299 的中 �� 18146（6番人気）�� 21080（3番人気）�� 12497（11番人気）
3連複票数 計1133332 的中 ��� 26894（5番人気）
3連単票数 計1298331 的中 ��� 5182（32番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．4―11．9―12．3―12．2―12．4―12．1―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―35．8―47．7―1：00．0―1：12．2―1：24．6―1：36．7―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2

3 6，17－16－2（4，1，12）3（5，14）（10，11）（9，7，13）8，15，18
2
4

・（6，17）16－（2，12）（4，14）3（1，10）（5，7，11）－（9，13）－（8，15）－18
6，17－16，2（4，1，12）（5，3）（9，10，14）（8，7，11）13，18，15

勝馬の
紹 介

ディアデルレイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．29 中山1着

2011．2．27生 牡4栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 13戦3勝 賞金 37，091，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フォワードカール号
（非抽選馬） 1頭 インターンシップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3103311月14日 雨 稍重 （27東京5）第3日 第9競走 ��
��1，400�オ キ ザ リ ス 賞

発走14時20分 （ダート・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．1

重
重

59 オーマイガイ 牡2栗 55 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 430－ 21：24．9 8．0�
612� ストロングバローズ 牡2鹿 55 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 528＋ 4 〃 クビ 1．6�
（英）

36 ヴェンジェンス 牡2栗 55 C．ルメール 宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 478＋ 21：25．11 4．0�
47 ワンパーセント 牡2栗 55 松岡 正海島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 81：25．63 85．5�
714 マイネルバサラ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 454＋18 〃 クビ 41．7	
23 オーシャンビュー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 430＋ 41：25．7� 152．1

35 シゲルテングダイ 牡2栗 55 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 504＋ 61：25．8クビ 110．3�
816� トッコディルーチェ 牡2鹿 55 内田 博幸加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

496－ 2 〃 アタマ 18．6�
713 ノーモアゲーム 牡2鹿 55 田中 勝春内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 460＋ 2 〃 アタマ 53．6
12 コットンパール 牝2鹿 54 石川裕紀人�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 444＋ 21：26．33 235．5�
510 ビービーサレンダー 牡2鹿 55 大野 拓弥�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 466＋ 81：26．61� 135．8�
611 マカーオーン 牡2鹿 55 横山 典弘ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 	川 啓一 472＋ 61：26．7クビ 43．2�
48 キャラメルサレ 牝2栗 54 野中悠太郎�ミルファーム 根本 康広 浦河 バンブー牧場 456－14 〃 ハナ 443．3�
24 ラブゴーギャン 牡2鹿 55 北村 宏司森田 千秋氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 472＋ 4 〃 ハナ 155．4�
815 イ ザ 牡2鹿 55 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 472－ 2 〃 アタマ 15．6�
11 シゲルサケガシラ 牡2鹿 55 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 61：27．44 24．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，218，900円 複勝： 112，311，800円 枠連： 26，826，800円
馬連： 103，364，600円 馬単： 62，737，900円 ワイド： 51，187，500円
3連複： 121，956，100円 3連単： 219，126，700円 計： 742，730，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 160円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 260円 �� 450円 �� 170円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 6，820円

票 数

単勝票数 計 452189 的中 � 45102（3番人気）
複勝票数 計1123118 的中 � 56440（3番人気）� 792453（1番人気）� 96122（2番人気）
枠連票数 計 268268 的中 （5－6） 36356（3番人気）
馬連票数 計1033646 的中 �� 130117（2番人気）
馬単票数 計 627379 的中 �� 22203（6番人気）
ワイド票数 計 511875 的中 �� 49087（2番人気）�� 23810（5番人気）�� 91582（1番人気）
3連複票数 計1219561 的中 ��� 130899（1番人気）
3連単票数 計2191267 的中 ��� 23273（15番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．5―12．7―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．4―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．5
3 ・（1，9）16（4，6，10，12）－15（11，14）－（5，8，13）（2，7）3 4 ・（1，9）（4，6，16）（10，12）14（11，15）（5，13）（2，8，7）3

勝馬の
紹 介

オーマイガイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．10．10 京都1着

2013．3．22生 牡2栗 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング 2戦2勝 賞金 17，343，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アーバンスター号・クリスタルタイソン号・ドウカンヤマ号・バデル号・マダムクレアシオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103411月14日 雨 稍重 （27東京5）第3日 第10競走 ��
��1，400�

み た か

三 鷹 特 別
発走14時55分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．11．15以降27．11．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

713� トータルヒート 牝4栗 53 川田 将雅 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 452－101：23．3 7．7�

58 マイネルディアベル 牡4青鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム B468± 0 〃 クビ 9．4�

46 スマートプラネット 牝3鹿 53 大野 拓弥田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 452＋ 41：23．4クビ 5．4�
814 ビヨンジオール 牡3鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 500± 0 〃 クビ 3．9�
11 ク ロ ー チ ェ �6栗 54 北村 宏司 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 522＋14 〃 ハナ 30．5	
610 コスモドーム 牡4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 61：23．5クビ 30．7

35 シルヴァーグレイス 牝5鹿 53 内田 博幸吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 41．5�
23 アドマイヤゴッド 牡3鹿 54 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496＋ 6 〃 クビ 14．6�
22 ハワイアンシュガー 牡7黒鹿52 武士沢友治四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 456± 01：23．6	 177．7
59 ゼンノコリオリ 牡5鹿 54 C．ルメール 大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 460－ 21：23．7クビ 12．3�
34 レッドマニッシュ 牝5黒鹿52 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 518± 01：23．8
 49．9�
611� イ ッ テ ツ 牡3鹿 54 柴山 雄一林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 474－ 6 〃 クビ 17．5�
47 エスユーハリケーン �5鹿 54 江田 照男楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 484＋ 2 〃 ハナ 11．1�
815� シンボリタピット 牡3鹿 54 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 488＋ 21：24．22 6．9�
712 タカラジェニファ 牝4鹿 53 田中 勝春村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 478＋ 6 〃 アタマ 46．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，711，400円 複勝： 51，628，100円 枠連： 34，922，100円
馬連： 131，705，300円 馬単： 54，575，900円 ワイド： 59，620，400円
3連複： 161，951，000円 3連単： 202，705，100円 計： 732，819，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 310円 � 270円 � 220円 枠 連（5－7） 2，000円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 870円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 42，630円

票 数

単勝票数 計 357114 的中 � 36925（4番人気）
複勝票数 計 516281 的中 � 40741（6番人気）� 49633（4番人気）� 67065（2番人気）
枠連票数 計 349221 的中 （5－7） 13490（9番人気）
馬連票数 計1317053 的中 �� 23589（18番人気）
馬単票数 計 545759 的中 �� 4639（38番人気）
ワイド票数 計 596204 的中 �� 10541（17番人気）�� 17873（8番人気）�� 19114（6番人気）
3連複票数 計1619510 的中 ��� 19664（13番人気）
3連単票数 計2027051 的中 ��� 3447（111番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．3―12．3―11．4―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．6―36．9―49．2―1：00．6―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．1
3 8（3，11，13）（6，9，12）1（5，10，15）（2，14）（4，7） 4 8（11，13）（3，12）（6，9）（1，15）（5，10）14（2，7）4

勝馬の
紹 介

�トータルヒート �
�
父 Street Cry �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．4．14生 牝4栗 母 Lethal Heat 母母 Lethal Leta 19戦4勝 賞金 60，040，000円
〔制裁〕 マイネルディアベル号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6

番）
クローチェ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



3103511月14日 雨 稍重 （27東京5）第3日 第11競走 ��
��1，600�第20回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，26．11．15以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，26．11．14以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

中日新聞社賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

610 ノンコノユメ 牡3栃栗58 C．ルメール 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 41：34．7 3．9�
813 タガノトネール �5鹿 57 戸崎 圭太八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 3 〃 ハナ 20．4�
45 
 モ ー ニ ン 牡3栗 55 川田 将雅馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire

Equines, LLC 516－ 41：35．02 1．7�
22 � ニシケンモノノフ 牡4栗 56 横山 典弘西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 500＋ 2 〃 アタマ 23．8�
57 グレープブランデー 牡7黒鹿58 T．ベリー �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B528＋ 21：35．63� 18．2�

（豪）

58 ベルゲンクライ 牡5芦 56 三浦 皇成大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社
大原ファーム B480＋ 4 〃 クビ 30．3	

11 ツクバコガネオー �7栗 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 540± 01：35．91 163．7

34 フィールザスマート 牡4青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 514＋ 61：36．11� 75．9�
712
 チャーリーブレイヴ �5鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 492－ 2 〃 アタマ 51．3�
69 ナガラオリオン 牡6鹿 56 柴山 雄一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 466± 01：36．31� 422．5
711
 ゴールデンバローズ 牡3栗 55 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 516－101：36．51� 5．1�
（英）

33 アドマイヤロイヤル 牡8鹿 56 内田 博幸近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528＋ 8 〃 アタマ 103．3�
46 
 オーブルチェフ 牡6栗 56 北村 宏司前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock

Holdings LLC 520＋ 81：36．71� 414．6�
814 セカンドテーブル 牡3栗 55 義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 450－ 41：38．8大差 109．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 146，098，700円 複勝： 148，845，400円 枠連： 64，173，900円
馬連： 379，425，100円 馬単： 191，798，100円 ワイド： 159，025，600円
3連複： 530，154，500円 3連単： 958，395，100円 計： 2，577，916，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 250円 � 110円 枠 連（6－8） 2，850円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 780円 �� 230円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計1460987 的中 � 294533（2番人気）
複勝票数 計1488454 的中 � 248672（2番人気）� 96078（4番人気）� 521766（1番人気）
枠連票数 計 641739 的中 （6－8） 17416（10番人気）
馬連票数 計3794251 的中 �� 89467（8番人気）
馬単票数 計1917981 的中 �� 31276（12番人気）
ワイド票数 計1590256 的中 �� 46308（8番人気）�� 206156（1番人気）�� 77196（4番人気）
3連複票数 計5301545 的中 ��� 230650（2番人気）
3連単票数 計9583951 的中 ��� 50835（33番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．7―12．1―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．0―34．4―46．1―58．2―1：10．3―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．5
3 14（2，13）5，7，11（3，9）12（8，10）4，6，1 4 ・（14，13）（2，5）7（3，11）9（8，12）（1，4，10）6

勝馬の
紹 介

ノンコノユメ �
�
父 トワイニング �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．23 東京1着

2012．3．28生 牡3栃栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 8戦5勝 賞金 111，037，000円
［他本会外：1戦1勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりノンコノユメ号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103611月14日 雨 稍重 （27東京5）第3日 第12競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走16時05分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

34 � クリノエリザベス 牝4鹿 55 内田 博幸栗本 博晴氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 508＋161：17．4 3．0�
59 � ホ ス ト 牡4黒鹿57 戸崎 圭太内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 518－ 21：17．82	 2．7�
712 オメガハイヌーン 牡3鹿 56 北村 宏司原 
子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470－ 21：17．9クビ 34．4�
814� エイシンバランサー 牡3芦 56 R．ムーア �栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs 476－ 21：18．11 4．6�
（英）

47 ディアゴッホ 牡4栗 57 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 528± 01：18．41� 76．0�
610 ク ー ゲ ル 牡4栗 57

55 △義 英真幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 512＋ 4 〃 クビ 16．5	
46 ブルームーン 牡3鹿 56 柴山 雄一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：18．72 11．9

58 リッシンロケット 牡5芦 57

54 ▲木幡 初也小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 466＋ 41：18．8	 182．1�
35 ワイルドドラゴン 牡5鹿 57

55 △石川裕紀人窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 524＋ 4 〃 ハナ 81．3�
11 � ビービーボイジャー 牡5栗 57 江田 照男坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 502± 0 〃 ハナ 36．0�
23 グレイスフルデイズ 5芦 57 T．ベリー �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 490＋ 41：19．01� 23．5�

（豪）

713 ペリーホワイト 牡4芦 57 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 470＋ 41：19．1� 65．4�
22 サンマディソン 牝4鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 456＋ 21：19．41� 30．3�
611 カシノインカローズ 牝6鹿 55

52 ▲野中悠太郎柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 470＋ 81：19．5	 215．2�
815 シゲルオオスミ 牝4鹿 55 田辺 裕信森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 458－ 21：21．6大差 90．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，537，800円 複勝： 53，481，800円 枠連： 29，860，200円
馬連： 136，125，800円 馬単： 59，571，000円 ワイド： 58，690，800円
3連複： 161，048，000円 3連単： 254，678，600円 計： 801，994，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 130円 � 490円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，190円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 485378 的中 � 128908（2番人気）
複勝票数 計 534818 的中 � 110231（2番人気）� 133038（1番人気）� 17710（9番人気）
枠連票数 計 298602 的中 （3－5） 47096（1番人気）
馬連票数 計1361258 的中 �� 219626（1番人気）
馬単票数 計 595710 的中 �� 51246（1番人気）
ワイド票数 計 586908 的中 �� 79790（1番人気）�� 11226（14番人気）�� 10251（16番人気）
3連複票数 計1610480 的中 ��� 39950（8番人気）
3連単票数 計2546786 的中 ��� 17796（19番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．4―12．2―11．9―11．7―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．0―29．4―41．6―53．5―1：05．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 4，9，14（5，15）（2，12）10（7，13）（1，8）－（6，11）－3 4 4，9（5，14）（12，15）（2，10）（7，8）13（1，6）（3，11）

勝馬の
紹 介

�クリノエリザベス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Danzig

2011．4．8生 牝4鹿 母 ウインクアットデエンジャー 母母 Tilt My Halo 6戦2勝 賞金 36，640，000円
地方デビュー 2013．7．2 門別

〔発走状況〕 エイシンバランサー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 オメガハイヌーン号の騎手北村宏司は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルオオスミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月14日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（27東京5）第3日 11月14日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

231，650，000円
13，580，000円
1，690，000円
20，880，000円
70，149，000円
4，918，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
485，029，000円
804，453，200円
274，689，500円
1，195，016，100円
627，591，700円
557，235，800円
1，532，187，100円
2，492，330，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，968，533，100円

総入場人員 22，961名 （有料入場人員 20，578名）
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